
 

平成２６年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業報告 
 

１．総会 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

総会 
26.6.16 きらめきプラザ 327名 

①議案 

平成 25年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業報告について 

平成 25年度 岡山県老人福祉施設協議会 会計収支決算について 

監査報告 

②報告 

 1)理事・委員会委員の補充選任について 

2)各委員会・部会の協議状況について 

③県老施協ホームページバナー広告の申込状況について 

④その他当面する諸問題について 

⑤情勢報告 

『社会福祉法人のあり方（経過報告）』 

岡山県老人福祉施設協議会 副会長 

全老施協 介護保険事業等経営委員会 特別養護老人ホーム部会 

部会長 小泉 立志 氏 

⑥講演 

『地域包括ケアシステムにおける老人福祉施設の経営戦略 

 ～総合的介護拠点機能と地域貢献～』 

ケアタウン総合研究所 

所 長 高室 成幸 氏 

第 2回 

総会 
27.3.11 きらめきプラザ 373名 

①議案 

1）平成26年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支補正予算(案)に 

ついて 

2）平成 27年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

3）平成27年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支予算（案）に 

ついて 

  4）平成 26年度中国ブロックカントリーミーティング in岡山 会計 

   収支決算について 

  5）平成 27-28年度全国老人福祉施設協議会代議員の選出について 

  6) 岡山県老人福祉施設協議会 役員の改選について 

②各委員会・部会の事業進捗報告について 

③その他当面する諸問題について 

④情勢報告 

 テーマ：『２０１５介護報酬改定の概要と今後の経営戦略』 

講 師：公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等 

経営委員会 特別養護老人ホーム部会 部会長 

岡山県老人福祉施設協議会  副会長  小泉 立志 氏 

⑤報 告：『中国ブロックカントリーミーティングin岡山を開催して』 

     岡山県老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 

     委員長 池田 英樹 氏 

 

２．正副会長会議 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第 1回 

正副会長会議 
27.1.21 きらめきプラザ 5名 

①平成 27-28年度 全国老人福祉施設協議会代議員選出のための 

岡山県老人福祉施設協議会 選挙実行委員会の設置について 

②平成 27年度 中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

③平成 27年度 研修事業について 

④平成 27年度 情報誌及び介護の日の取り組みについて 

⑤報告 

1)中国ブロックカントリーミーティング in 岡山のふりかえりにつ

いて 

2)会員施設・事業所の入会について 

3)ホームページのバナー広告の申込状況について 

⑥その他 

1)平成 26年度 第 2回 総会の開催について 

2)その他当面する諸問題について 



第 2回 

正副会長会議 
27.2.27 きらめきプラザ 5名 

①理事会提案事項について 

②中国地区老人福祉施設協議会役員・研修委員長会議提案事項について 

③認知症介護指導者養成研修（仙台センター）における推薦者について 

④岡山県福祉サービス第三者評価推進委員会委員への就任について 

⑤その他当面する諸問題について 

1)理事会の議長・閉会挨拶について 

 2)その他 

 

３．理事会 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

理事会 
26.5.22 きらめきプラザ 24名 

①平成 25年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業報告について 

②平成 25年度 岡山県老人福祉施設協議会 会計収支決算について 

③報告 

1)理事・委員会委員の補充選任について 

2)各委員会・部会の協議状況について 

3)県老施協ホームページバナー広告の申込状況について 

4)会員施設の入退会について 

④その他当面する諸問題について 

 1)平成 26年度 第 1回総会の開催について 

2)岡山県予算編成に関する要望事項について 

3)岡山県災害福祉支援ネットワークの構築について 

4)認知症早期発見触覚装置の開発協力について（岡山大学工学部） 

第 2回 

理事会 
26.10.24 きらめきプラザ 25名 

①報告 

1)上半期の事業進捗状況について 

2)中国ブロックカントリーミーティング in岡山の進捗状況について 

3)委員会・部会の協議状況について 

4)会員施設の入退会について 

②その他当面する諸問題について 

1)平成 27年度 岡山県予算編成に関する陳情・要望事項について 

第 3回 

理事会 
27.1.21 きらめきプラザ 25名 

①平成 27-28 年度 全国老人福祉施設協議会代議員選出のための岡山

県老人福祉施設協議会 選挙実行委員会の設置について 

②平成 27年度 中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

③平成 27年度 研修事業について 

④平成 27年度 情報誌及び介護の日の取り組みについて 

⑤報告 

1)中国ブロックカントリーミーティング in岡山のふりかえりについて 

2)会員施設・事業所の入会について 

3)ホームページのバナー広告の申込状況について 

⑥その他当面する諸問題について 

1)平成 26年度 第 2回 総会の開催について 

2)その他当面する諸問題について 

第 4回 

理事会 
27.2.27 きらめきプラザ 25名 

①平成 26 年度 岡山県老人福祉施設協議会 会計収支補正予算（案）

について 

②平成 27年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業計画（案）について 

③平成 27 年度 岡山県老人福祉施設協議会 会計収支予算（案）につ

いて 

④平成 27-28年度 全国老人福祉施設協議会代議員の選出について 

⑤岡山県老人福祉施設協議会役員の改選について 

⑥報告 

1)各委員会・部会の協議状況について 

2)平成26年度 中国ブロックカントリーミーティングin岡山 会計 

収支決算について 

⑦その他当面する諸問題について 

1)平成27年度 中国地区老人福祉施設長研修会の講師選定について 

 2)県福祉人材センター研修計画への老施協研修の掲載について 

 3)平成 27年度入会施設の報告について 

4)入会希望事業所の取扱いについて 

5)オージー技研株式会社からの施設経営者・管理者向けセミナーの

開催予定について 

6)介護分野に係る技能実習生の受け入れ事業拡大の連携と協力に

ついて 

7)その他 



４．監事会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

監事会 26.5.13 きらめきプラザ 3名 ①平成 25年度岡山県老人福祉施設協議会会計監査 

 

５．総務委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

総務委員会 26.9.30 きらめきプラザ 7名 

①会費の取扱いについて 

②ホームページの運営状況について 

③その他当面する諸問題について 

 

６．研修委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第 1回 

研修委員会 
26.5.27 きらめきプラザ 11名 

①副委員長の選任について 

②平成 26年度研修委員会事業について 

③その他当面する諸問題について 

第 2回 

研修委員会 
26.12.16 きらめきプラザ 14名 

①平成 26年度研修委員会事業実施状況について 

②平成 26年度老人福祉施設職員研究発表会について 

③平成 27年度研修委員会事業について 

④その他当面する諸問題について 

 

７．調査研究委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

調査研究委員会 27.2.24 きらめきプラザ 10名 

①平成 26年度事業のふりかえり 

②平成 27年度事業計画について 

③その他当面する諸問題について 

調査研究委員会 

研修会 
26.10.10 きらめきプラザ 55名 

①報告 

『日本アセアン３カ国ＥＰＡ介護福祉士候補生の状況』 

県老施協 調査研究委員会 委員長 金田 安正 氏 

②講演 

『日本インドネシア技能実習生の歴史、現在の状況と今後の見通し』 

（技能実習生を介護職員として認める国の方針を受けて） 

公益社団法人 

日本・インドネシア経済協力事業協会（JIAEC） 

常務理事 黒木 義高 氏 

③質疑応答 

 

８．予算策定検討委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

予算策定検討 

委員会 
27.2.24 きらめきプラザ 5名 

①平成 26年度中国ブロックカントリーミーティング in岡山 会計 

収支決算について 

②平成 26年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支補正予算（案） 

 について 

③平成 27年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

④平成 27年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支予算（案）について 

⑤その他当面する諸問題について 

 

９．養護老人ホーム部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

養護老人ﾎｰﾑ部会 

施設長会 
26.5.15 きらめきプラザ 21名 

①平成 26年度事業について 

②消費税率引上げに伴う「老人保護措置費支弁基準」の取扱について 

③養護老人ホームの外部評価について 

④その他当面する諸問題について 

養護老人ﾎｰﾑ部会 

施設長研修会 
27.1.28 

津山市立 

ときわ園 
18名 

①津山市立ときわ園 概要説明・施設見学 

②意見交換会 

・消費税率の引上げに伴う「老人保護措置費支弁基準」の取り扱い

にかかる調査について（報告） 

・養護・軽費老人ホームサミット in 広島より～養護老人ホームの

今後のあり方～ 

・平成 27年度介護報酬改定について 

・現場職員研修会について 

③その他当面する諸問題について 



１０．軽費・ケアハウス部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 1回 

部会 

26.6.19 きらめきプラザ 5名 

①平成 26 年度中国地区老人福祉施設研修大会分科会推薦発表題について 

②平成 26年度事業について 

③その他当面する諸問題について 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回 

部会 

26.8.7 きらめきプラザ 4名 

①第 1回研修会の参加者申込状況、提出事例及び役割分担について 

②第 2回研修会について 

③その他当面する諸問題について 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 3回 

部会 

26.10.8 きらめきプラザ 4名 

①第 2回研修会の参加者申込状況、提出事例及び役割分担について 

②その他当面する諸問題について 

 ・制度改善提言に対する状況について 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 1回 

研修会 

26.8.20 
おかやま 

西川原プラザ 
38名 

【講義】 

『高齢者福祉施設入所者の権利擁護について』 

～成年後見制度の活用～ 

講師：花明り社会福祉士事務所 社会福祉士 中村 絹江 氏 

【グループ討議】 

 軽費老人ホーム・ケアハウスの現状と課題について 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回 

研修会 

26.10.16 きらめきプラザ 32名 

【事例発表】 

９施設 

①浮洲園 

②シルバーケアハウス 

③ＡＩＤＡ 

④紫陽花 

⑤さいわい 

⑥うららか 

⑦サンライフ・カドタ 

⑧ちかのり荘 

⑨上河原 

 

１１．デイサービスセンター部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 1回 

部会 

26.6.10 きらめきプラザ 6名 

①平成 26年度デイサービスセンター部会事業について 

②その他当面する諸問題について 

 ・消費者教育の推進について 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

部会 

26.12.17 きらめきプラザ 5名 
①平成 26年度事業の実施状況及び役割分担について 

②その他当面する諸問題について 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 1回 

研修会 

26.8.8 きらめきプラザ 70名 

【講義・演習】 

『福祉・介護の接遇マナー研修』 

講師：ＳＺＥ代表 高橋 尚也 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

研修会 

27.2.18 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
102名 

【講義】 

『介護保険制度に対するデイの経営戦略』 

【講義・演習】 

『認知症ケアについて』 

講師：日本通所ケア研究会 会長 妹尾 弘幸 氏 

 

１２．２１世紀委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

21世紀委員会 

第 1回 

幹事会 

26.5.20 きらめきプラザ 25名 

①平成 26年度事業報告について 

②平成 26年度事業計画について 

③その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 2回 

幹事会 

26.8.18 きらめきプラザ 26名 

①平成 26年度事業について 

 1）中国ブロックカントリーミーティング in岡山 

2）介護の日（11月 11日） 

3）情報誌（Ｂ－ＯＫ） 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 3回 

幹事会 

26.10.22 きらめきプラザ 22名 

①平成 26年度事業について 

 1）中国ブロックカントリーミーティング in岡山 

2）介護の日（11月 11日） 

3）情報誌（Ｂ－ＯＫ） 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 4回 

幹事会 

27.2.20 きらめきプラザ 25名 

①平成 26年度事業のふりかえり 

 1）中国ブロックカントリーミーティング in岡山 

2）介護の日（11月 11日） 

3）情報誌（Ｂ－ＯＫ） 

②平成 27年度事業計画について 

③その他当面する諸問題について 



21世紀委員会 

広報誌検討班 
26.9.8 きらめきプラザ 6名 ①広報誌の検討について 

21世紀委員会 

介護の日ｲﾍﾞﾝﾄ 

検討班 

26.9.29 きらめきプラザ 8名 ①介護の日の取り組みについて 

21世紀委員会 

総会 
26.6.27 きらめきプラザ 94名 

①議案 

1）平成25年度岡山県老施協 21世紀委員会事業報告について 

2）平成26年度岡山県老施協 21世紀委員会事業計画（案）について 

②その他 

 1) 平成26年度中国ブロックカントリーミーティング in岡山の開催 

  について 

2）その他当面する諸問題について 

③記念講演 

『福祉現場のリスクマネジメントについて～岡山県実態調査と 

ともに～』 

講師：株式会社 福祉リスクマネジメント研究所 

   所長 烏野 猛 氏（びわこ学院大学 教授） 

 

１３．地域密着型施設部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

地域密着型施設部会 

第 1回 

幹事会 

26.7.29 きらめきプラザ 4名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データの集計について 

③その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 2回 

幹事会 

26.9.18 きらめきプラザ 4名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データ調査について 

③その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 3回 

幹事会 

26.10.23 きらめきプラザ 4名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データ調査について 

③その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 4回 

幹事会 

27.2.6 きらめきプラザ 4名 

①地域密着型施設会員基礎データ調査のふりかえり 

②研修会のふりかえり 

③来年度の事業計画について 

④その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

研修会 
26.11.11 きらめきプラザ 68名 

①調査報告 

『県内地域密着型施設基礎データ調査結果について～集計と考察～』 

県老施協 地域密着型施設部会 部会長 立石 祐一 氏 

②講演 

『地域密着型総合ケアセンター・きたおおじの取り組みと京都市に 

おける地域密着型組織の活動について』 

講師：地域密着型総合ケアセンター・きたおおじ 代表 

京都市老人福祉施設協議会 

顧問 山田 尋志 氏 

③質疑応答 

 

１４．研修会の開催 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

全国老人福祉 

施 設 協 議 会 

 

介護力向上 

講習会 

【岡山分校】 

26.4.18 

～2.13 
きらめきプラザ 35名 

＜1日目＞平成 26年 4月 18日（金） 

【講義】身体的自立支援の基礎知識と理論 

＜2日目＞平成 26年 6月 20日（金） 

【事例検討】水分ケアを中心に【報告】施設内研修体制について 

＜3日目＞平成 26年 8月 22日（金） 

【事例検討】歩行を中心に 

＜4日目＞平成 26年 10月21日（火） 

【事例検討】総括研修 

＜5日目＞平成 26年 12月12日（金） 

【事例検討】排泄・歩行を中心に 

＜6日目＞平成 27年 2月 13日（金） 

【事例検討】排泄・歩行を中心に 

 講 師：国際医療福祉大学大学院 教授 竹内 孝仁 氏 

     株式会社ポラリス 学術部 小谷 尚美 氏 

助言者：特別養護老人ホーム 千寿荘 

     介護主任 津田みずほ 氏 



 

全国老人福祉 

施 設 協 議 会 

 

認知症介護実践 

リーダー研修 

【岡山会場】 

26.6.30 

～9.3 

きらめきプラザ 

及び各実習施設 
36名 

＜1日目＞平成 26年 6月 30日（月） 

オリエンテーション 

【講義・演習】認知症介護の理念 

『実践リーダー研修のねらい・目的』 

『生活支援のための認知症介護のあり方』 

講師：学校法人 福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

＜2日目＞平成 26年 7月 1日（火） 

【講義・演習】認知症介護の理念 

『介護現場の介護理念の構築』 

講師：特別養護老人ホーム 愛光苑 

介護リーダー 村西 順子 氏 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

『介護職員のストレスマネジメント』 

講師：居宅介護支援事業所くじば 管理者  坂本 綾子 氏 

＜3日目＞平成 26年 7月 2日（水） 

【講義・演習】チームケアのための事例演習 

『効果的なアセスメント』～センター方式～ 

『効果的なケースカンファレンスの持ち方』 

講師：ＮＰＯ法人 岡山県介護支援専門員協会 

会長  堀部   徹 氏 

＜4日目＞平成 26年 7月 3日（木） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

『サービス展開のためのリスクマネジメント』 

 講師：社会福法人 旭川荘 川﨑祐宣記念総合在宅支援センター 

     顧問  神宝 誠子 氏 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

『高齢者支援のための家族支援の方策』 

講師：公益社団法人 認知症の人と家族の会 岡山県支部 

  代表 妻井 令三 氏 

＜5日目＞平成 26年 7月 4日（金） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

『地域資源の活用と展開』 

講師：学校法人 福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

【講義・演習】認知症介護の理念 

『職場課題の明確化と研修自己課題の設定』 

講師：特別養護老人ホーム 唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

ケアハウス サンシティーうぐいす 施設長 福田 哲也 氏 

＜6日目＞平成 26年 7月 16日（水） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

『実践リーダーの役割と視点』 

講師：学校法人 福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

【講義・演習】人材育成のための技法 

 『人材育成の考え方』 

講師：特別養護老人ホーム さくばらホーム 

介護係長 木口 毅 氏 

＜7日目＞平成 26年 7月 17日（木） 

【講義・演習】人材育成のための技法 

『スーパービジョン』『コーチング』 

 講師：Brain Train（ブレイントレイン）岡山 

代表 楠本 敦子 氏 

＜8日目＞平成 26年 7月 18日（金） 

【講義・演習】他施設実習振り返り・実習課題設定 

講師：特別養護老人ホーム 唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

ケアハウス サンシティーうぐいす 施設長 福田 哲也 氏 

【他施設実習】 

  日時：平成 26年 7月 7日（月）・7月 9日（水）・11日（金） 

※上記期日を基本として３日間の外部実習を実施。 

【自施設実習】 

  日時：平成 26年 7月 20日（日）～8月 17日（日） 

※上記期間内に 4週間の自施設における職場実習を実施。 

【実習報告とまとめ・修了式】 

  日時：平成 26年 9月 3日（水） 



１５．岡山県老人福祉施設職員研究発表会 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

平成 26年度 

（第 41回） 

岡山県老人福祉施設 

職員研究発表会 

27.2.26 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
259名 

【助言者】 

（第１分科会） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科  教 授  谷口  敏代 先生  

（第２分科会） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科  准教授 原野かおり 先生  

（第３分科会） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科  准教授 佐藤ゆかり 先生 

【発表内容】 

２９題 

（第１分科会） 

1 特養 鹿田の庄 個々にあったケア 

2 特養 さくばらホーム 
「わしも食べるんじゃ！！」 

Ｏ氏の意向にそって 

3 養護 岡山市会陽の里 
養護老人ホームにおける自立支援

の取り組み 

4 特養 アダムスホーム 新人教育について 

5 養護 敬愛園 昔のように歩きたいなあ 

6 特養 紅葉川荘 
呼吸器症状を有する認知症介護 

考察 

7 養護 総社市清梁園 いらっしゃいませ 

8 特養 藤田荘 ロックがやって来た。 

9 養護 偕楽園 転倒事故防止に対する取り組み 

10 特養 恵風荘 口腔ケアの重要性とは 
 

（第２分科会） 

1 特養 あさひ園 
楽しみのある日常生活を送る 

ために 

2 特養 かもがわ荘 
新人が考える新人のための新人 

の研修 

3 軽費/ケア 
ケアハウス 

紫陽花 

情報発信機能の強化のための 

取組みについて 

4 特養 藤田荘 ここにある笑顔 

5 特養 みずき フレグランスエフェクト 

6 軽費/ケア 
ケアハウス 

さいわい 
安心して楽しく暮らしたい 

7 特養 
シルバーセンター

セレーノ総社 
科学的介護の実践 

8 特養 
グリーンヒル 

順正 
園芸活動から園芸療法へ 

9 特養 
グリーンアンド 

リバーホーム 

Let's Do Our Best 

最善を尽くそう 

10 特養 健老園 家族と共に考えたターミナルケア 
 

（第３分科会） 

1 在宅 
恵風荘 

デイサービスセンター 

エプロンを持ってデイサービス 

へ行こう 

2 在宅 
あすなろ園 

デイサービスセンター 
こけない体づくり 

3 在宅 
通所介護事業所 

グリーンアンドリバーホーム 
ある日突然・・・ 

4 在宅 
あすなろ園柏台 

デイサービスセンター 
認知症予防。地域と共に 

5 在宅 
デイサービスセンター 

さくばらランド 
相棒（バディ イン ポケット） 

6 在宅 
グリーンアンドリバーホーム

居宅介護支援事業所 
お父さん、いつものアレ、はい！ 

7 特養 高寿園 いつか家族と食卓を・・・！ 

8 在宅 
小規模多機能型居宅介護

縁 

機能訓練といきいき百歳体操の

取り組みと効果について 

9 在宅 
健生園 

デイサービスセンター 

「おーい」その言葉に込められた

本当の意味 
 



１６．「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

介護の日 

シンポジウム・ 

座談会 

26.11.8 きらめきプラザ 37名 

テーマ：「聞いてみよう！介護の仕事“現場からの発信”」 

【シンポジウム】 

『介護という仕事の魅力～現場からの発信～』 

 進行：養護老人ホーム 松風園 施設長  池田 英樹 氏 

 シンポジスト： 

    ①特別養護老人ホーム 山陽寿荘  谷川 恵梨菜 氏 

    ②白寿荘小規模多機能ホームみさき 影山 桂介 氏 

    ③デイサービスセンターうららか  田村  浩 氏 

    ④庄の里デイサービスセンター   山田  理恵 氏 

【座談会】『聞いてみよう！介護の仕事』 

輝くkaigoの人達 

写真パネル展示 

26.11.8 きらめきプラザ 57名 

介護現場で輝いている職員の写真パネル展示（68枚） 26.12.9 

   ～10 

岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
392名 

 

１７．情報誌の発行 

（1）情報誌『Ｂ－ＯＫ ぼっけぇ』創刊号（平成 26年 12月 5日発行／600部） 
 

１８．調査の実施 

名称 実施時期 

会員基礎データ確認調査 26.4 

養護老人ホーム部会  消費税率の引上げに伴う｢老人保護措置費支弁基準｣の取り扱いについてのアンケート調査 26.9 

軽費・ケアハウス部会 消費税率の引上げに伴う｢軽費老人ホーム利用料等取扱基準｣の改定陳情  アンケート調査 26.10 
 

１９．制度政策対策の推進 

名称 年月日 場所 内容 

岡山市保健福祉行政との意見交換 26.9.2 岡山市役所 岡山市第 6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

岡山市保健福祉行政との意見交換 26.9.22 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 

認知症身元不明高齢者一時保護事業の対応について 岡山市保健福祉行政との意見交換 27.1.20 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 

岡山市保健福祉行政との意見交換 27.2.24 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 

岡山県社会福祉関係振興議員連盟

との懇談会 
26.7.15 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 福祉施策に関して 

岡山県選出自由民主党国会議員へ

の要請 
26.9.6 国会議員事務所 社会福祉法人への法人税非課税堅持について 

岡山県保健福祉部長への要望 26.11.13 岡山県庁 
消費税引上げに伴う軽費老人ホーム・ケアハウスの利用料等取

扱基準について 
自由民主党岡山県支部連合会・ 

自由民主党岡山県議団への陳情 
26.11.13 岡山県議会 

自由民主党岡山県支部連合会・ 

自由民主党岡山県議団への陳情 
27.2.20 岡山県議会 

消費税引上げに伴う軽費老人ホーム・ケアハウスの利用料等取

扱基準について 

 

２０．関係団体等への協力 

〔会議・調査等への協力〕 

 ○岡山県社会福祉協議会への役員としての参画・協力 

○岡山県社会福祉協議会 災害福祉ネットワーク推進会議への構成員としての参画・協力 

○岡山県福祉人材センター運営委員会への協力 

○岡山県福祉人材養成機関連絡会議への協力 

○岡山県民間社会福祉事業従事者共済・育成制度への協力 

○社会福祉経営支援委員会（岡山県社会福祉協議会）の経営支援小委員会・研修企画小委員会への協力 

○岡山県介護保険制度推進委員会への協力 

○岡山県医療対策協議会 新たな財政支援制度検討部会への協力 

○岡山県在宅医療推進協議会への協力 

○岡山県介護老人福祉施設等入所指針改正のためのワーキンググループへの協力 

○岡山県防災会議への協力 

 ○岡山県米消費拡大推進協議会への協力 

○中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練参観への協力 

○消費者教育推進会議 地域連携小委員会（消費者庁）への協力 

 ○岡山県福祉サービス第三者評価推進委員会への協力 

○岡山県介護保険関連団体協議会への協力 

○岡山県国民健康保険団体連合会 介護給付費審査委員会への協力 

○ハートフルビジネスおかやま（県産業振興財団）への協力 



 ○岡山県国民医療推進協議会への協力 

○岡山プライマリ・ケア学会への協力 

 ○岡山市介護認定審査会への協力 

 ○岡山市高齢者虐待防止連絡会への協力 

 ○岡山市国民保護協議会への協力 

  ○岡山市障害者施策推進協議会への協力 

 ○岡山市地域包括支援センター運営協議会への協力 

 ○倉敷市社会福祉審議会高齢者保健福祉計画等策定専門分科会への協力 

 ○公益財団法人介護労働安定センター岡山支部 地域における介護労働懇談会への協力 

 ○岡山県保健福祉部長寿社会課における介護保険事業調査への協力 

○川崎医療福祉大学医療技術学部における失語症利用者数調査への協力 

〔研修会等の案内送付・取りまとめ・参加〕 

 ○民間社会福祉施設特別養護老人ホーム介護職員合宿研修会の周知 

  ○岡山県看護協会が行う「看護師職能集会」の周知 

 ○独立行政法人国立病院機構菊池病院が行う「認知症高齢者対策研修看護師課程」の周知 

○独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センターが行う「認知症ケア研修」の周知 

○公益財団法人日本レクリエーション協会が行う「レクリエーション研修」の周知 

○中央労働災害防止協会が行う「社会福祉施設に対する腰痛予防対策講習会」の周知 

○岡山県医師会が行う「地域包括ケア部会設立記念講演会」の周知 

〔共催・後援・協賛〕 

 ○「介護の日及び福祉人材確保重点実施期間関連行事」（岡山県社会福祉協議会）の共催 

 ○「ケア実践向上セミナー研修」（岡山県介護支援専門員協会）の共催 

○「フィリピン介護経済ミッション２０１５」（岡山県中小企業団体中央会）の共催 

○「介護サービス博覧会おかやま～マッチングプラザ２０１４～」の後援 

○「岡山県福祉・介護職員合同入職式」の後援 

 ○「病院歯科介護研究会 第１７回総会・学術講演会」の後援 

 ○「日本口腔看護研究会 第２回国際交流セミナーin岡山」の後援 

 ○「日本医療経営学会 第１３回学術集会・総会」の後援 

  ○「公開講演会及びセミナー」（岡山県認知症高齢者グループホーム協会）の後援 

○「平成２６年度『１１月１１日は介護の日』“介護フェア”」（岡山県介護福祉士会）の後援・協賛 

 

２１．中国地区関係会議 

（1）役員・研修委員長会議 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

役員・研修委員長会議 
26.5.12 

米子市 

米子ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

32名 

本県 7名 

①平成 25年度中国地区老人福祉施設協議会事業報告並びに決算 

について（山口県） 

②第 46回中国地区老人福祉施設研修大会について（鳥取県） 

③第 33回中国地区老人福祉施設長研修会について（広島県） 

④平成 26年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて（岡山県） 

⑤災害見舞金規程の整備について 

⑥その他 

第 2回 

役員・研修委員長会議 
（研修大会運営委員会） 

26.9.4 

米子市 

米子 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

37名 

本県 7名 

①第 46回中国地区老人福祉施設研修大会について（鳥取県） 

②その他 

第 3回 

役員・研修委員長会議 
（施設長研修会運営委員会） 

26.11.6 
広島市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

33名 

本県 7名 

①第 33回中国地区老人福祉施設長研修会について（広島県） 

②中国地区役員・研修委員長会議 開催地の検討について（鳥取県） 

③その他 

第 4回 

役員・研修委員長会議 
27.3.9 

広島市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

33名 

本県 7名 

①平成 26年度中国地区老人福祉施設協議会事業進捗状況並びに 

収支決算見込について（鳥取県） 

②大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの実績報告ついて 

（1）第46回中国地区老人福祉施設研修大会（鳥取県） 

（2）第33回中国地区老人福祉施設長研修会（広島県） 

（3）平成 26年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（岡山県） 

③平成 27年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

④大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催について 

（1）第47回中国地区老人福祉施設研修大会（広島県） 

（2）第34回中国地区老人福祉施設長研修会（岡山県） 

（3）平成 27年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（島根県） 

⑤研修大会欠席者への表彰状送付にかかる取扱いについて（岡山県） 

⑥介護力向上講習会のブロック開催について（山口県） 

⑦その他 



（2）研修委員長会議 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

研修委員長会議 
26.5.12 

米子市 

米子ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

15名 

本県 2名 

①第 46回中国地区老人福祉施設研修大会について（鳥取県） 

②第 33回中国地区老人福祉施設長研修会について（広島県） 

③平成 26年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて（岡山県） 

④その他 

第 2回 

研修委員長会議 
27.3.9 

広島市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

14名 

本県 2名 

①大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの実績報告ついて 

（1）第46回中国地区老人福祉施設研修大会（鳥取県） 

（2）第33回中国地区老人福祉施設長研修会（広島県） 

（3）平成 26年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（岡山県） 

②大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催について 

（1）第47回中国地区老人福祉施設研修大会（広島県） 

（2）第34回中国地区老人福祉施設長研修会（岡山県） 

（3）平成 27年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（島根県） 

③その他 
 

２２．中国地区大会・研修会 

（1）大会・研修会・ブロックカントリーミーティング 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

第 46 回中国地区

老 人 福 祉 施 設 

研修大会 

26.9.4 

  ～5 

米子市 

米子 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

886名 

本県 132名 

テーマ：『地域福祉の総合拠点となるために 

～前に踏み出すチカラ、考え抜くチカラ、チームで働くチカラ～』 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）225名 内岡山県 57名 

      中国地区老施協会長表彰  376名 内岡山県 72名 

【中央情勢報告】 

 全国老人福祉施設協議会 総務・組織委員会 委員長 太田 二郎 氏  

【講演Ⅰ】『日本一のマグロ船の船長に学ぶ！ 

       職場をよりイキイキさせるコミュニケーション』 

講師：マグロ船式 人材コンサルタント 齊藤 正明 氏 

【講演Ⅱ】『私は仕事も家族も決してあきらめない』 

講師：株式会社東レ経営研究所  特別顧問 佐々木 常夫 氏 

【分科会】（発表：71） 

 第１分科会Ａ 特別養護老人ホーム（発表：12） 

 第１分科会Ｂ 特別養護老人ホーム（発表：12） 

 第１分科会Ｃ 特別養護老人ホーム（発表：12） 

 第２分科会  養護老人ホーム（発表：12） 

 第３分科会  軽費老人ホーム・ケアハウス（発表：11） 

 第４分科会  在宅サービス（発表：12） 

第 33 回中国地区

老人福祉施設長 

研修会 

26.11.6 

    ～7 

広島市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

284名 

本県 40名 

テーマ：『新時代の介護を切り拓く～魅力ある職場づくりのために～』 

1)基調報告 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

2)講 演 ①『介護業界のイノベーション』 

講師：特別養護老人ホームみちのく荘（青森県むつ市） 

園長 中山 辰巳 氏（全国老人福祉施設協議会理事） 

3)講 演 ②『人を惹きつける事業所づくりに向けて 

～明日からできる採用力と定着・戦力化力のポイント～』 

講師：株式会社リクルートキャリア マネージャー 小澤 智則 氏 

4)記念講演『言える化と現場力』 

講師：株式会社ローランドベルガー 

会長 遠藤 功 氏（早稲田大学ビジネススクール教授） 

中国ブロック 

カントリー 

ミーティング 

in岡山 

26.12.9 

   ～10 

岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

392名 

本県 206名 

テーマ：『つくろう 介護から 新しい日本 

～地域づくりの中核となる介護・福祉・人・現場～』 

【開会のことば】 

岡山県老人福祉施設協議会 会長 筒井 恵子 氏 

【開会挨拶】 

中国地区老人福祉施設協議会 副会長 村尾 和広 氏 

  全国老人福祉施設協議会   副会長  松本   敦 氏 

【来賓挨拶】 

岡山県知事 伊原木隆太氏 

代理 岡山県 保健福祉部 福祉政策企画監 房野 文彦 氏 

【趣旨説明・基調報告】 

全国老人福祉施設協議会 21世紀委員長 武政 佐保 氏 

【課題提起】 

全国老人福祉施設協議会 在宅サービス委員長 猪飼 容子 氏 



中国ブロック 

カントリー 

ミーティング 

in岡山 

26.12.9 

   ～10 

岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

392名 

本県 206名 

【分科会】 

（経営Ａ）『介護』～介護保険制度、報酬改定の行方を探る 

助言者 全国老人福祉施設協議会 在宅サービス委員長 猪飼 容子 氏 

（経営Ｂ）『福祉』～地域のために“打つ手を尽くす”！ 

挑戦型社福戦略 

助言者 全国老人福祉施設協議会 21世紀委員長 武政 佐保 氏 

（経営Ｃ）『 人 』～我が国介護を持続させる原動力 

助言者 全国老人福祉施設協議会 副会長 松本   敦 氏 

（介護Ａ）『現場』～科学的介護・高品質介護を目指して 

助言者 全国老人福祉施設協議会 21世紀委員 西島 淳武 氏 

（介護Ｂ）『現場』～科学的介護・高品質介護を目指して（共通） 

助言者 全国老人福祉施設協議会 21世紀委員 服部 昭博 氏 

【特別講演】 

『目標達成へのプロセス ～ソーシャルフットボール～』 

講師 プロサッカー指導者 佐々木 則夫 氏 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ in岡山 

第 1回 

運営委員会 

26.11.14 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

43名 

本県 28名 

①平成 26年度中国ブロックカントリーミーティングの運営 

について 

②その他当面する諸問題について 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ in岡山 

第 2回 

運営委員会 

26.12.9 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

61名 

本県 31名 

①平成 26年度中国ブロックカントリーミーティングの運営 

について 

②その他当面する諸問題について 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ in岡山 

最終打ち合わせ会 

26.12.8 きらめきプラザ 
27名 

本県 27名 

①当日の流れについて 

②当日の資料詰めについて 

③その他当面する諸問題について 

 

２３．全国大会・会議・研修会 

（1）全国大会 

名称 年月日 場所 

第７１回全国老人福祉施設大会（仙台大会） 26.10.28～30 宮城県仙台市 
 

（2）研究会議 

名称 年月日 場所 

全国老人福祉施設研究会議（香川会議） 26.11.25～26 香川県高松市 
 

（3）専門性の向上に資する研修 

名称 年月日 場所 

第１１期介護力向上講習会 26.5～27.3 東京都 

自立支援介護マスターセミナー 26.8.2 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 26.8.5～7 東京都 

自立支援介護フォローアップ研修会 26.8.25～26 東京都 

科学的介護スキルアップ研修会 26.9.8～9 横浜市 

社会福祉法人新会計基準研修【移行研修】 26.9.24～25 東京都 

施設ケアマネジャー研修会 27.1.28～29 東京都 

看護職員研修会 27.2.5～6 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 27.2.17～19 東京都 

生活相談員研修会 27.3.9～10 横浜市 
 

（4）事業の円滑な運営、戦略構築に向けた情報の共有に資する研修 

名称 年月日 場所 

社会福祉法人戦略セミナー 26.7.22 東京都 

デイサービスを中心とする自立支援型サービス研修会（西） 26.7.11 吹田市 

デイサービスを中心とする自立支援型サービス研修会（東） 26.9.17 横浜市 

経営戦略セミナー・デイサービスセンター研修会（西） 27.2.25～26 北九州市 

経営戦略セミナー・デイサービスセンター研修会（東） 27.3.5～6 東京都 

経営戦略セミナー・デイサービスセンター研修会（追加開催） 27.3.9 東京都 

現場発信の集い 26.10.29 東京都 

養護老人ホーム職種別研修会 27.1.22～23 横浜市 

養護・軽費老人ホームサミット in広島 26.11.27 広島市 
 


